２０１５年１月１７日発行 （１）
子ども大学学生新聞（第２０号）

国の予算を家計にたとえると

会計検査院の仕事を学ぶ

国のお金の使い方をチェック
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二時間目、小林先生は、国を家計にた
とえると、年収五四六万円に対して、年
間支出が九五九万円で、支出が収入より
多いため、毎年、新たに四〇〇万円以上
の新規借り入れを行っていることにな

Ｑ なぜ、このテーマを授業に選んだの
ですか。
Ａ みんな会計検査院を知らないと思
ったし、税金のことに関心をもって
もらいたかったからです。
Ｑ 子どものころ、好きだった教科はな
んですか。
Ａ 国語と算数かな。
Ｑ 子どものころの夢は何でしたか。
Ａ 外国の政府と日本の政府の橋渡し
をする人になりたいと思いました。
Ｑ なぜ、会計検査官になったのですか。
Ａ 会計というと、みんなは会社の会計
と思うけれど、国の会計は国民のた
めの仕事だから意義があると思い
ました。
Ｑ 検査官の仕事で、やりがいを感じた
ことは？
Ａ あります。ありとあらゆる問題を取

り、ふつうの家庭では生活できない状態
と教えてくださいました。
会計検査院は、国が出したお金が予算
どおりに使われているかどうかを調べ
る仕事だそうです。そして、お金をどれ
だけ収入支出したかを国民に知らせる
のも会計検査院の仕事です。
会計検査院は、国のお金の使い道を検
査するときに、
正確せい、
ごうきせい
（合
規性＝きまりにしたがってお金を使っ
ているか）
、けいざいせい（経済性）
、こ
月 日
うりつせい（効率性）
、ゆうこうせい（有
効性）などを観点として検査をしている
二〇一四年十二月六日、
東京国際大学
金が、きちんと、むだなく使われている
そうです。
（太田優貴記者＝大塚小４年）
第一キャンパスの教室で、会計検査院の
かどうかをチェックする所です。また、
☆小林麻里先生インタビュー
検査官を務めている小林麻里先生の「国
税金のむだ使いを見つけたら、むだなく
の会計とは」という授業がありました。 使えるように、きびしく指摘する所です。
税金に関心を持っ
てもらいたかっ
た
出席者は四年生二六人、五年生二九人、 このように会計検査院は大事な仕事を
六年生四二人、保護者五八人、きょうだ
する所ということが分かりました。
次に国のお金のことを話されました。
い八人の計一六三人でした。
最初に先生は、国の会計検査のことを
国の二〇一四年度の予算は総額九五兆
教えてくださいました。会計検査院とは、 八八二三億円で、そのうち税金は全体の
国民の税金の使い道の確認、くわしくい
五二・一％を占めているそうです。次に
うと、お父さんお母さんが国に納めた税
多いのは公債金（国が借りるお金）で、
全体の四三％を占めているそうです。
国のお金の使い道は、上下水道、道路、
公園などの公共施設や、介護サービスな
ど、いろいろなものに税金が使われてい
ます。税金は私たちの暮らしに役に立っ
ていることを教わりました。
（小島未来
記者＝福原小６年）
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り上げられるからです。
Ｑ 子ども大学の学生に伝えたいこと
は？
Ａ なんでもチャレンジしてください。
（浅野玲子記者＝杉下小６年、佐野寛
太記者＝高階小６年）

☆学生の授業感想

◇大東西小学校４年・小澤瑛さん「会計
検査員が３人しかいないことを知りま
した。面白かったです」
（浅野璃子記者＝杉下小６年）
◇大東西小４年・小川貴彩さん「むずか
しかったけど、税金がどこに行くのか分
からなかったので、分かっておもしろか
ったです」
（十重田妃菜記者＝福原小６年）

☆記者の授業感想

◇河野友里記者＝寺尾小５年
会計検査院の仕事は、
税金をちゃんと
使っているのかをチェックしたり、まち
がったお金の使い方を見つけると、正し
い使い方に直してもらったりする仕事
ということがわかりました。また、会計
検査院は国の税金の使い道をチェック
するために、けん法で定められた組織だ
ということもわかりました。今回の授業
で、お金のことを学んだので、考えて大
切に使おうと思いました。
◇深見美空記者＝福原小５年
国は約九六兆円ものお金を使ってい
ると聞いて、びっくりしました。お金は
建築や学校など、たくさんの所に使われ
て、お金がまわっているのかなと思いま
した。

２０１５年１月１７発行 （２）
子ども大学学生新聞（第２０号）

十一月二十九日、
尚美学園大学教育棟
・北オーディトリウ
ムで「万葉の心 音
楽劇」の授業があり
ました。出席者は四
年生二二人、五年生
二二人、六年生三〇
人の計七二人。保護
者は四四人でした。
一時間目は子ども
大学かわごえ理事長
・酒井一郎先生の授
業があり、はじめに
万葉集の特長につい
てお話がありました。
万葉集は七世紀後
半から八世紀後半に
編まれた日本最古の
和歌集です。天皇、
貴族から下級官人、
防人（さきもり）ま
で、さまざまな身分
の人たちがよんだ歌
を四五〇〇首以上集めたも
ので、成立は七五九年以後と見られます。
万葉集の歌人には、持統天皇、天武天
皇、大伴家持などがいますが、中でも大
伴家持は万葉集の編集に力を入れまし
た。
防人の歌は、九州を守るために家族と
別れ別れになった人が、残した家族を思
った歌や、旅立ちの歌です。
万葉集の和歌には音韻文と散文の二
つがあります。
音韻文は和歌、
俳句、
詩、
神話のことです。リズムを付けたり、高
低をつけたりするようになりました。そ

日本人の心のふるさとを学ぶ

学生が万葉集を歌う

11 月 29 日

して和
歌（長歌、
短歌）の
五・七・
五・七・
七が、万
葉集の
時代に
生まれ
ました。
万葉
集は、古
墳、飛鳥、
奈良の
三つの時代につくられました。飛鳥時代
には聖徳太子がいました。聖徳太子は何
をした人か、酒井先生は学生に質問しま
した。憲法を定めたり、遣隋使を送った
り、法隆寺を建てたりするなど、たくさ
んの意見が出て、一時間目が終わりまし
た。
二時間目は、尚美学園大学講師の小林
範子先生の授業がありました。万葉集の
歴史ドラマをお話と音楽劇で学ぶ授業
でした。子ども大学ジュニア合唱団と新
聞部員がステージに上がり、万葉集の和
歌を作った人になって歌を暗誦したり、
小林先生が作曲した万葉集の和歌を歌
ったりして、とてもわかりやすい授業で
した。
学校で百人一首をしていて、同じよう
な歌があり、不思議に思って、家で聞い
たら、万葉集がもとになって百人一首が
できたことを知り、なるほどと思いまし
た。
（山口航記者＝中央小６年、土田莉
子記者＝山田小５年）

初
⁂の冠講座 林社長があいさつ ⁂

この授業はハヤシ海運株式会社の寄
付による子ども大学かわごえ初の「冠
講座」として行われました。ハヤシ海
運は和歌山県海南市に本社があり、石
油製品の海上荷役を主に行っている会
社です。「子どもは未来を支える社会の
宝」と位置づけ、社会貢献活動の一環
として子ども大学かわごえを支援して
います。授業の初めに林功社長があい
さつをされました。

☆酒井一郎先生インタビュー
万葉の歌をおぼえてください
Ｑ
Ａ

Ｑ
Ａ

Ｑ
Ａ

なぜこのテーマにしたのですか？
日本人は日本のふるさとを知らな
ければいけないから。またそのこと
を学校で教わらないから。
子どものころ、何にあこがれていま
したか。
戦争中のときはゼロ戦のパイロッ
トかな。戦争が終わってからは医者
になりたいと思いました。
学生に一言お願いします。
万葉の歌をいくつでもいいから覚
えてほしい。また、いろいろなこと
に興味を持ってほしいね。
（川村 弘希記者＝中央小６年）

☆小林範子先生インタビュー
みんなで歌うために作曲

Ｑ 子どものころの夢は何でしたか。
Ａ いろいろな職業のことを知りたく
て、迷っていました。
Ｑ 音楽家になりたいと思ったのは、い
つごろですか。

Ａ

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

小さいころからピアノを習ってい
て、勉強も好きだったので、両方と
もできる人になりたいと思ってい
ました。
なぜ万葉集の歌に曲をつけたので
すか。
和歌が歌のようなので、曲をつけて、
みんなで歌いたいと思ったからで
す。
万葉集で一番好きな歌はなんです
か。
「旅人の 宿りせむ野に 霜降らば
吾が子羽ぐくめ 天の鶴群（たづむ
ら）」という遣唐使を送る歌です。
子を思う親の気持ちが印象的です。
（深見美空記者＝福原小５年、浅野
璃子記者＝杉下小６年）

☆学生の授業感想

◇高階西小６年・新井小夏さん「今日の
授業は新聞部の人や合唱団の人たちが
和歌を読んでくれて楽しかったです。
」
（新井穂花記者＝高階西小４年）
◇仙波小５年・西形日菜乃さん「天皇の
歌がたくさんあって、びっくりしました」
（増田夢実記者＝名細小６年）

☆記者の授業感想

◇大和日菜記者＝星野学園小５年
万葉集の歌を通して、歴史上の出来事
をたくさん知ることが出来てよかった
し、知ることが楽しかったです。そして、
万葉集の歌をつくった人が、必ずしもプ
ロじゃないということに、おどろきまし
た。歴史に残る歌は、身分に関係なく、
すごい人の歌なんじゃないかと思って
いまいましたから。

